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●弘前市役所　☎ 35・1111 ／●岩木庁舎　☎ 82・3111
／●相馬庁舎　☎ 84・2111

■Ｆ…ファクス　■Ｅ…Ｅメール　■Ｈ…ホームページ　■問…問い合わせ・申込先
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　この制度は、ごみの減量やリサイクルの推進、省エ
ネルギーなど、環境にやさしい活動を行っている店舗
や事務所（会社）をエコストア・エコオフィスとして
認定し、その取り組みを応援するものです（市が認定
している店舗や事務所は下表のとおり）。

環境ニュース環境ニュース

１ 弘前事務機器商会
２ パワーデポ弘前店
３ ドコモショップ弘前城東店
４ ドコモショップ弘前安原店
５ マックスバリュ安原店
６ ユニバース堅田店
７ ユニバース南大町店
８ ユニバース城東店
９ 生協コープあおもり和徳店
10 マックスバリュ樋の口店
11 マックスバリュ岩木店
12 ヤマト運輸弘前白銀センター
13 ヤマト運輸弘前城東センター
14 ヤマト運輸弘前松原センター
15 さとちょう浜の町店
16 Uマート桔梗野店
17 Uマート弘大前店

１ S.K.K.情報ビジネス専門学校
２ 南建設
３ 伸和産業
４ セントラル技研
５ 東北電力弘前営業所
６ 装美舎
７ 弘前事務機器商会

８ リコージャパン青森支社
青森営業部弘前営業所

９ ビジネスサービス弘前支店
10 ゴールドパック青森工場
11 弘前航空電子
12 丸勘建設
13 東栄土木工業
14 タムロン生産本部弘前工場

15 設備技研オサナイ
16 小山田建設
17 エルシィホーム

18
キヤノンプレシジョン本社・
北和徳事業所

19 キヤノンプレシジョン北和徳第二事業所
20 弘前水道

21 オリンパスメディカルサイエンス販売弘前営業所
22 北星交通
23 キタコン
24 三光化成第四事業部弘前工場
25 ニッカウヰスキー弘前工場
26 特別養護老人ホームおうよう園

※表は平成 29年８月末現在のものです（登録順）。
※６年間継続して認定を受けているエコストア・エコオ
フィスを「優良認定事業所」としています。

エコストア優良認定事業所 エコオフィス優良認定事業所

27 青森銀行弘前支店ほか 12店舗
28 特別養護老人ホーム白寿園
29 デイサービスセンター白寿園
30 生活支援ハウス白寿の園
31 豊産管理弘前営業所

32 アペックス弘前サービスセンター
33 音羽電機工業弘前工場
34 東管サービス
35 大成コンサル
36 日本パルスモーター岩木工場
37 障害者支援施設千年園
38 北村技術
39 弘前農園
40 共立設備工業

1 共立寝具神田工場
2 弘前ドライクリーニング工場
3 田中工務店
4 東奥信用金庫本店 ほか12店舗
5 富士建設

6 みちのく銀行
弘前営業部 ほか 11店舗

エコストア・エコオフィス認定制度 　あなたの店舗や事務所もエコストア・エコオフィス
になってみませんか。申請手数料などは一切掛かりま
せん。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
■問い合わせ先　環境管理課環境保全係（町田字筒井、
☎36・0677）

7 マル長
8 猪股建設
9 東邦設備工業所
10 ＯＫリフォーム對馬
11 中村弘前
12 工藤工務所

エコオフィス認定事業所
エコストア認定事業所

【雨水を汚水管に流していませんか？】
　市内で「分流式下水道」が整備されている地域は、
汚水と雨水を一緒に流すことができません。
　雨の日は晴れの日に比べて相当量の汚水が終末処理
場に流れ込むことがあり、処理場の負荷が増大するこ
とで処理費用も増加しています。この原因のひとつに、
家の屋根や庭に降った雨水の配管が誤って「汚水管」
に接続されていること（誤接続）が考えられます。

【雨水が汚水管に流れていないか確認を】　
　宅地内の雨水が誤って汚水管に接続されると、各家
庭からの汚水が流れにくくなったり、逆流したりしま
す。また、道路のマンホールが噴き出したり、トイレ
が使えなくなる恐れがありますので、誤って接続され
ている場合は早急に改善してください。
　確認方法や改善方法が分からない人はお問い合わせ
ください。

下 水 道 の 雨 水 侵 入 防 止 対 策

▲誤接続状況

雨水管

汚水マス正しい接続〇

■問い合わせ先　上下水道部総務課
（賀田１丁目、☎55・6895）

１ auショップ弘前西
２ ドコモショップ弘前駅前店
３ 小山内バッテリー社弘前店
４ ユニバース松原店
５ 生協コープあおもり西弘店
６ 生協コープあおもり松原店

7 さとちょう樹木店
8 さとちょう松森町店
9 さとちょう小比内店
10 さとちょう大原店
11 さとちょう城東店

鳴海要記念陶房館
ギャラリーの催し
◎「第１回小山陽久やきもの展」
▽とき　９月 15日～ 24日の午前
９時～午後４時（最終日は午後３時
まで）
◎「電動ロクロを体験しませんか？」
▽とき　９月 22 日・23 日の午前
10時～午後３時
▽内容　電動ロクロを使った器の制
作
▽講師　小山陽久さん・佐藤学さん
（津軽千代造窯）
▽参加料　1,500円（材料費含む）
～共通事項～
∇ところ　鳴海要記念陶房館（賀田
字大浦）
■問 鳴海要記念陶房館（☎ 82・
2902、火曜日は休み）

あっぷるカフェ（認知症カフェ）

　認知症の人やその家族を支援する
ために、認知症の人とその家族、地
域住民、専門職などが集います。
▽とき　①９月 16日・② 10月７
日・③10月 21日
※時間はいずれも午前９時半～ 11
時半。
▽ところ　土手町コミュニティパー
ク多目的ホールＡ
▽内容　体操と、①講座「認知症サ
ポーター養成講座」、②講話「介護
の基本 食事」、③講話「認知症の周
辺症状のお薬について」
▽参加料　300円
※事前の申し込みは不要。
■問特別養護老人ホームサンアップル
ホーム（☎97・2111）

親子で自然観察会 in 弥生いこ
いの広場隣接地（リゾート跡地）
　親子で弥生の生き物や植物を観察
してみませんか。
▽とき　９月23日（土・祝）
　　　　午前10時～正午

▽集合　弥生いこいの広場（百沢字
東岩木山）第１駐車場下
▽対象　小学生とその保護者＝ 20
組（先着順）
▽参加料　無料
▽持ち物　飲み物、雨具（雨天時）、
汚れてもよい服装（長袖、長ズボン）、
長靴、帽子、タオル、手袋
■問９月 21 日までに、電話かファ
クスまたはＥメール（住所・氏
名・年齢〈学年〉・電話番号を記入）
で、公園緑地課（☎ 33・8739、
■Ｆ 33・8799、 ■Ｅ kouen@city.
hirosaki.lg.jp）へ。

横笛の祭典

【第２回全日本横笛コンクール本選
観覧者募集】
▽とき　９月23日（土・祝）
　　　　午後２時～
▽ところ　市民文化交流館ホール
（駅前町、ヒロロ４階）
▽入場料　1,000円（小学生以上）
■問津軽笛地域づくり実行委員会
（☎ 33・9359、■Ｈ http://www.
tsugarubue.jp/yokobue/）
【ギネス記録も持つ !! 津軽の笛が大
集合！第５回津軽笛博覧会】
○囃子（はやし）講座
▽日程と内容　９月 24 日（日）、
①弘前ねぷた（休止ばやし）＝午後
１時～／②弘前ねぷた（戻りばやし）
＝午後２時 50分～／③いい音を出
すテクニック＝午後１時～／④お山
参詣（下山ばやし）＝午後２時 50
分～
▽ところ　藤田記念庭園（上白銀
町）、①②＝和館、③④＝茶室
▽定員　各講座30人
▽参加料　無料（入園料〈高校生以
上＝310円、小・中学生＝100円〉
が必要）
※事前の申し込みが必要。

○お月見コンサート
▽とき　９月24日（日）
　　　　午後５時半～
▽ところ　藤田記念庭園和館前
▽内容　登山ばやし、八戸えんぶり
ほか
▽入場料　普通席＝無料、プレミア
ムシート＝500円
※雨天の場合、市立観光館（下白銀
町）多目的ホールで開催。
■問 津軽笛地域づくり実行委員
会（ ☎ 33・9359、 ■Ｈ http://
tsugarubue.jp/event01/）
※平成 29 年
度市民参加型
まちづくり
１％システム
採択事業。

弘前市生きがいセンター作品展

▽とき　９月 27日～ 29日、午前
10時～午後５時（初日は正午から、
最終日は午後３時まで）
▽ところ　弘前文化センター（下白
銀町）１階美術展示室
▽内容　「生きがい教室」（クレヨン
画・書道）の受講者および「サーク
ル活動」（水墨画・絵手紙・折り紙
など）参加者の作品展示
■問弘前市生きがいセンター（☎
38・0848、月曜日と祝日の翌日
は休み）

 イベント
 

ロマントピア天文台 
［星と森のロマントピア］

★観察会　中秋の名月を楽しも
う
▽とき　10 月４日（水）
　　　　午後７時～９時半
▽ところ　星と森のロマントピ
ア（水木在家字桜井）天文台
▽入館料　高校生以上＝ 200 円
／４歳～中学生＝ 100 円／３歳
以下、市民は無料。
▽通常開館時間　午後１時～ 10
時（最終入館は午後９時半）
■問星と森のロマントピア天文台
（☎ 84・2233、月曜日は休み）

10
月
の
催
し


